
 

 

 鈴鹿市放課後子どもプラン運営委員会第 1 回会議 議事録（概要版） 

 

日 時  平成 21 年 5 月 27 日（水）10:00～11:30 

             会 場  鈴鹿市役所 12 階１２０１会議室 

 

出席者  

 委 員 

服部高宣委員 宇喜多信弘委員 林佳代子委員 北川由紀委員 

  平野加代子委員 水野典子委員 

 関係部局 

  松上子育て支援課長 砂原子育て支援課副参事兹児童福祉ＧＬ 

 小野子育て支援課副主幹 長野教育総務課長 舘教育総務課副参事兹総務 

ＧＬ 杉谷青尐年課長 木村青尐年課副主幹  

事務局 

  坂尾文化振興部長 青木生涯学習課長 片岡生涯学習課副参事兹生涯学習 

ＧＬ 大澤生涯学習課主幹 小川生涯学習課主幹 岸生涯学習課副主幹 

 

１ 委嘱書交付 

   名前を読み上げ委嘱書交付。 

    

２ あいさつ 

  文化振興部長：あいさつ 

  委員自己紹介 

行政側紹介：自己紹介 

 

３ 会長選出 

 事務局：運営委員会の運営要領により，委員の互選により選出となっており

ますが，いかがいたしましょうか。 

 委 員：事務局に案があればお願いします。 

 事務局：事務局案を提示させていただいてよろしいでしょうか。 

 各委員：異議なし 

 事務局：それでは,本委員会長は服部高宣委員にお願いしたいと思います。よ

ろしくご審議お願いします。 

 各委員：異議なし 

 事務局：それでは,服部高宣運営委員に本委員会会長をお願い申し上げます。 

 会 長：あいさつ 



 

 

 事務局：今後の議事につきましては,運営要領により,議長は会長に勤めていた

だくことになっていますので,以後の議事進行は,会長にお願い申し

上げます。 

 会 長：議事に入ります前に，議事運営等に関して，事務局より説明いただ

きたいと思います。 

 事務局：この会議は，鈴鹿市市民委員会規則のより設置された委員会です。

会議の内容については，市民の皆様への公開を基本としています。

会議の議事録についても，鈴鹿市のホームページで公開させていた

だきます。議事録は，要約とさせていただき，委員の皆様におはか

りいたします。 

   意見なし 

 

４ 議事 

（１）運営委員会・放課後子どもプランについて 

会 長：それでは,事項書に従いまして事務局より説明いただいたいと思いま

す。 

事務局：皆様のお手元の「鈴鹿市放課後子どもプラン運営委員会要領」に基

づいてご説明申しあげます。本運営委員会の設置目的といたしまし

ては，放課後子ども教室及び放課後児童クラブを含む放課後対策事

業について，運営方法等を検討し子どもたちが地域社会の中で，心

豊かで，健やかに育まれる環境づくりの推進に資するものでありま

す。そして，委員の皆様には事業計画の策定や活動プログラム，事

業評価などへのご意見をいただくとともに，安全管理の方策や広報

活動の方策さらには，子ども教室と児童クラブの連携方策などにつ

いてもご意見をいただきたいと存じます。 

また，昨年度より児童クラブの設置申請にあたり，当委員会の承認

が必要となり，そういった点でもこの会議が重要なものとなってき

ております。 

つぎに，放課後子どもプランについて概略を説明させていただきた

いと思います。「放課後子どもプラン」は、地域社会の中で、放課後

や週末等に子どもたちが安全で安心して、健やかに育まれるよう、

教育委員会が主導して，原則全小学校区において文部科学省の「放

課後子ども教室推進事業」と厚生労働省の「放課後児童健全育成事

業」を一体的あるいは連携して実施するものです。 

鈴鹿市におきましては，平成 19 年度から放課後子どもプラン運営委

員会を立ち上げ，昨年度までに「子ども教室」を 4 小学校区で開級



 

 

し，「放課後児童クラブ」を新たに 6 ヵ所設置し，放課後対策に取り

組んでいるところでございます。 

この事業は地域の皆様方に広くその取り組みと存在を知っていただ

き，協力を得ながら進めていくことが重要であると考えております。

昨年度委員の皆様からもご意見いただきました更なる事業のＰＲに

努めつつ，地域のニーズを把握しながら事業を進めていきたいと考

えております。  

また，後ほど担当から本年度の計画について説明させていただきま

すが，本年度は，学習指導要領の改正により，小学校の授業時間数

の増加など子どもたちを取り巻く学習環境が変わり，それに伴い放

課後対策事業にも影響が出てきております。このように国の方針を

見定めながら事業を推進していく必要性も感じております。 

委員の皆様におかれましては，それぞれのご専門をお持ちの方々で

ございます。実践の中から培われた豊かな御経験をもとに御意見を

賜りますようお願いいたします。 

 会 長：ただ今の事務局からの説明について，何か意見や質問はございませ

んか。 

     それでは，放課後子ども教室と放課後児童クラブについてそれぞれ

から説明いただき，その後，まとめて質疑ということにしたいと思

います。 

それではまず放課後子ども教室について概要を事務局より説明して

いただきます。 

（２）本年度事業の概要説明 

資料訂正 明生クラブ 5 年生 2 名→1 名  3 年生 11 名→10 名 

  ①本年度の放課後子ども教室について 

事務局：平成２１年度の鈴鹿市における放課後子ども教室への取り組みに関し

てご説明させていただきます。 

教室設置の趣旨に関しましては，市内の小学校区を単位として，その

地域に住まう全小学生を対象にして，公民館を中心に実施するもので

ございます。 

教室設置の地区について申し上げます。２０年度におきましては，市

内４か所で開級いたします。開級する校区は，清和小学校区・郡山小

学校区・白子小学校区・明生小学校区の４か所で設置いたします。本

年度さらにもう１教室を設置させ，５教室を目指しております。まだ，

時期および地区については，未定でございます。 

現在，清和・白子では開級を済ませております。後の２教室は，本日



 

 

午後より開級いたします。 

教室の開級につきましては，資料の通り隔週で開級する明生と週１回

程度開級する３教室となっております。 

各教室の活動内容は，コーディネーターさんが，参加児童と安全管理

員や活動場所等の実情を考えて立案し，年間２０回から４０回の開催

を計画していきます。 

この事業も３年目を迎えて，当初の設置目的である，地域住民の参画

を得ながら，子どもたちを地域社会の中で心豊かに育んでいく環境づ

くりが，尐しずつ浸透してきているのではと考えています。 

保護者からもうれしいお言葉をいただいております。白子キッズの２

年生の参加申込書に書かれたはしり書きですが紹介させていただきま

す。 

「昨年はいろいろとお世話になりました。ありがとうございました。

キッズはとても楽しく参加させていただいたようで，昨年度終了後も

金曜日になると「今日は，キッズはないの？」「いつから始まるの？」

といつも聞かれるばかり。毎回５月スタートだと伝えているんですけ

どね。よっぽど楽しみなのでしょう。今年度もよろしくお願いします。」

というものでした。保護者や児童が，教室に対して，楽しみにして期

待している様子がうかがえます。 

次に，開級にあたり課題となった点を申し上げます。 

１点目は，教育課程の移行処置により１週間の授業数が増えました。

その結果，実施曜日に高学年は６限目の授業が入ってしまい，参加児

童が５限目で終わる低学年となってしまいました。対象の教室は，金

曜日開級の清和と白子になっております。 

さらに，開級にあたり，募集人数や対象学年についての課題がでてま

いりました。具体的にお話しすると，参加児童数を活動場所の広さと

指導員数に適した人数にする必要があるのではないか。 

それと，参加学年の割合から低学年を対象にした活動内容となってし

まうことなどが，出てまいりました。その対象教室は，郡山ですが，

白子と清和も同じ課題は有りました。そこで，教育課程，募集人数，

対象学年の３点について協議を進め次の結果を出しました。 

１点目は，すべての教室では，昨年度から開級した曜日で準備を進め

てきました。学校が新年度の４月初めに，校時表を決定した時点では，

すでに公民館行事が１週間しっかりと予定されていることや，指導員

さんの都合などからも，開級日の急な曜日変更は無理であることが判

明いたしました。その結果，今までの公民館活動の実績を考え，昨年



 

 

の曜日で開級することが望ましいと判断いたしました。 

２点目は，主な活動場所である公民館の広さを考えた場合，活動する

児童の安全確保を第１に考えると活動人数が限られてきます。 

また，参加児童数が増えると，指導員一人が担当する児童数が増える

ことで，児童の安全を確保することが，不十分になることが予想され

ますので，参加人数に制限を設ける必要があると判断いたしました。 

３点目は，昨年度の学年別参加人数を見ると，低学年児童が占める割

合が８割を超えている現状があり，活動内容が低学年中心となってい

ました。活動の様子を見ると，低学年児童と高学年児童が，一緒に活

動することで，年齢による体力差が気になりました。また，高学年児

童の関心意欲の低下なども見受けられ，低学年児童を対象にすること

が望ましいと判断いたしました。 

放課後子ども教室は，趣旨から考えますと，全小学生を対象としてお

ります。この点が最後まで悩んだところでありますが，以上の判断を

もとに，開級にこぎつけさせていただきました。 

資料から説明させていただきます。教育課程の変更から「キッズ白子」

は，１・２・３年生の低学年の募集となり，さらに，学校の校時から

「清和のもり」は，１・２年生となりました。募集人数と対象学年の

関係から「郡山子ども教室」では，１・２・３年生の低学年の募集と

なりました。昨年１回だけ開催した「明生クラブ」は，全学年を対象

で募集することとなりました。申込み人数の結果を見ていくと，高学

年は１割に満たない結果となりました。 

次に継続児童を全体的に見ていくと，１年生から２年生へは，５割を

超える継続結果となりました。しかし，２年生から３年生へは５割を

割った継続結果となってしまいました。さらに，今年度の３年生の参

加児童を見てみると，新規の児童数は尐なく継続児童の占める割合が

高くなる結果となりました。 

これらの結果から考察すると，学年が上がるにつれ，活動範囲が広く

なり趣味や習い事も増えることで，徐々に参加希望児童数が減尐する

傾向にあるように思います。 

放課後子ども教室につきましては以上でございます。 

会 長：続いて，放課後児童クラブについての概要説明をお願いします。 

  ②本年度の放課後児童クラブについて 

担当課：放課後児童クラブの平成20年度の実績と21年度の予定を説明します。 

   資料を観ていただきたいと思います。平成 21 年 4 月 1 日現在で 30 か 

所。小学校区においては，30 小学校区中 25 か所となっています。 



 

 

   21 年度，鼓ヶ浦小学校区が開設されました。20 年度放課後子どもプラ 

ンの中で，承認いただきまして，建物の補助を受けて公設民営で建

てる「ももたろう 2 組」と「サンキッズⅡ」が，同じ敷地内にもう

一つ建物を建てて，クラブを 2 つ運営していただき，30 か所となり

ます。現在，大規模問題が 21 年度が最終になり，71 人以上の放課

後子どもクラブについては，補助金を打ち切るという厚生労働省の

指導があり，今年度中，又は，22 年度に分設をしなければなりませ

ん。その中で，「金太郎」「あおぞら児童クラブ」は，同じ敷地に建

物が建ててあるので，22 年度から分設をしていただき，2 つ運営を

していただく。未設置小学校区ですが，昨年天名小学校区に関して，

ニーズ調査をして地元の意見を聞かせてもらった結果，夏休みだけ

の開設を望んでいる声があった。平日は 10 人集まらないという結果

が出ました。放課後児童クラブは，10 人以上，250 日以上の開設と

いうことになっているので，放課後児童クラブにおいては，立ち上

げが難しいということで，放課後子ども教室に移行ができればとい

うことで引き継ぎたいと思います。 

    加佐登に関しては，地元から意見，要望をもらってるので，21 年度

中に地元の協力を得ながら，22 年度開設に向けて動き出そうとして

います。 

    合川，鈴西，庄内小学校区は，21 年度 PTA の協力を得ながら，ニー

ズ調査のアンケートを取り，放課後児童クラブの必要性があるのか，

10 人以上，250 日以上の開設が必要なのか調査をして，その結果を

もとに，放課後子ども教室に移行するのかどうかを考えていきたい

と思います。現在，30 か所の放課後児童クラブになってきましたが，

全小学校区が目標ということで，子ども教室を児童クラブが小学校

区が重なっておりまして，25 か所しかありません。27 か所，9 割ま

で持っていければ，厚生労働省はクリアーしていると考えているよ

うですので，27 か所を目標に持っていきたいと思っています。それ

で，今年度ニーズ調査を行いたいと思いますので，よろしくお願い

します。 

    今，放課後児童クラブの中で問題がありまして，大規模の分設の問

題と運営方法，指導員と保護者の関係等，問題がありますが，なん

と解決していますが，ただ，数を増やすだけでなく，質の向上を今

年度は目標に，指導員研修とか運営委員会の研修を考えながら，質

の向上を考えていきたいと思います。 

会 長：以上で概要説明をいただきましたが，質問や意見等がありましたら，



 

 

お願いします。 

委 員：放課後子ども教室は，4 か所開級していますが，開設に当たり，行政

が働き掛けたのか，地元の要請でできたのか経緯を教えてください。 

事務局：市の方から，受ける地域を特定して，メニューが決まる前に公民館 

    で同様の取り組みをやっているところがあり，そこを中心に地域の

ボランティアの協力があるかどうか，確認をして了解を得られた地

域を中心に開設に向けて協議をさせていただきました。地域からの

要請ではありません。行政から地域に出向いてお願いをしました。 

会 長：最初の開級は，清和ですが，公民館が小学校の隣で立地的によく，

子どもの移動がスムーズにいけるという点，清和公民館で子育て支

援もやられていたので，清和で行われました。放課後子ども教室は，

市内で認知度が低く，児童クラブは情報がたくさんまわっていると

思います。他の 3 か所も，行政の方で地域の要望を聞いて開級した

ということです。 

委 員：今後，行政としてどれくらい開設していくのか，計画はありますか。 

事務局：今後の計画ですが，今年度もう 1 校開級を目指しています。児童ク

ラブとの関係もありますが，児童クラブ未開設の加佐登，天名のど

ちらかで 21 年度したいという考えを持っています。できれば，1 年

に 1 教室ずつ開設をしていきたいという計画を持っています。しか

し，この事業は，地域のボランティアの方の協力があって事業が成

り立ちますので，そのボランティアの確保が可能かどうかによって，

計画通りに行かないこともあると思います。年度年度で，1 校ずつ増

やしていきたいと思っています。 

委 員：学童のことで，鈴西などは 1 学級しかなく，放課後の世話する人が

みえて，学童を開いても，児童が入らないのではないということを

聞いていますが，学童ができなければ，子ども教室の方で対応する

ということですが，未設置の５つのなかで，加佐登は別として，開

設までは難しいと思いますが，尐子化で子どもが尐なくなってきて

いますが，残りの中でしぼって 2 つぐらいを，積極的に働きかけて

もらって，なんとかできるを思うし，だめなら子ども教室で対応し

ていってもらえばと思います。 

会 長：児童クラブが難しければ，子ども教室で対応してはというご意見で

す。児童クラブの方は，厚労省が打ち出した「こども未来基金」の

お金は使えるのですか。3 年計画の内容でしたが。 

担当課：公設の場合ですので，市の土地に市の建物が前提で行きますと，今

のところ難しい問題で，今後の幼稚園教室，空き教室の公設の方を



 

 

考えていきたいと思います。 

会 長：放課後子ども教室で課題となっています，21 年度より学校の授業時

間が 1 時間増えて，来年度はさらに 1 時間増えるということで，そ

の後がどのようになってくるのかが，見えにくい部分です。開級時

間が，公民館の事業の合間にどのように入れてもらうか。現在開い

ている 4 教室についても，開始時間が難しくなってくる可能性もあ

ります。現状の 4 教室をいかにうまく回すかも，問題を含んでいま

す。 

    コーディネーター，安全管理員に負担がかかるので，地域で協力体

制がとれるところで開いていくのが，ベストであると思います。 

委 員：子ども教室は，夏休みも行われていますか。 

事務局：普段の開催曜日を基本にして行う予定です。教室ごとでそれぞれ計

画しています。 

委 員：夏休みの 1 年生の子どものニーズが多いので，できる限り行ってい

ただける場所の確保をしてほしいと思います。子ども教室は，お金

がかからないということですが，誰でもということですが，虐待と

か親が育てられないから，週に 1 日でも行きたいという子どもたち

の利用というのは，4 つの教室の中にありますか。 

事務局：それぞれの教室の，子どもたちの家庭の詳しいことまでは掴んでお

りません。 

委 員：子ども教室の良さは，お金がかからないし，どんな子どもも入れる

といわれましたが，そこを PR して広げていけばいいのではないでし

ょうか。 

会 長：私も保育園なんですが，保育園に入る要件として両親ともに働いて

いて，見る人がいないということがありますが，お父さんが仕事を

なくしてしまうと保育園に入れならなくなってしまいます。それで

退園していただいた保護者の方も見えます。 

    子ども教室は，お金がかからないといういいメリットがありますの

で，今後，低学年が中心になっていくのかと思いますが，幼稚園，

保育園含めて，預かり保育ということで長時間，幼稚園，保育園終

了後，預かろうということを行っています。保護者がフルタイムで

働いていても，仕事を辞めることなく子どもが安全にいられ場所が

ある。それがまた，小学校に上がると，フルタイムで働いていた人

が，仕事を辞めざるを得ない状況になってくるということも聞いて

おります。その受け皿として，児童クラブができてきたんだと思い

ます。その中で，需要が多いところと，そうでないところがあるよ



 

 

うです。まだまだ，課題は多いと思います。 

    今年度，子ども教室においては，新たにもう 1 つ考えているようで

ございます。 

担当課：今，ご意見がありました児童虐待についてですが，私どもの担当の

中に家庭児童相談室がありまして，その中で，相談者に対して随時，

情報を流していきたいと思います。 

委 員：児童クラブの場合，お金が払えなかった場合どうなるのですか。 

担当課：すべて，民営で行っていただいておりますので，規約がありまして，

2 か月滞納すると退所扱いになります。お金の支払いに関しては，集

金も児童クラブの運営委員さんでやっていただいてます。行政は，

タッチしていません。 

委 員：2 か月分回収できないこともあるということですね。 

担当課：あります。 

委 員：子ども教室は，昨年度 145 人，今年度 158 人，児童クラブの方は，

全体で 1186 人対象ということですね。鈴鹿全体の児童は，その何倍

もあって，目を向けなければならないのは，ここに来れない子ども

たちに，どのような状況があるかという所を，我々は考えていかな

ければならない。子どもたちが外でも遊べない，家でも一人という

状況で，今後，どのようにしていくかということを勉強していきた

いと思います。子ども教室も，週に 1 度平日ですが，週末とか夏休

み，児童か保護者どちらに目を向けるかで違うので，人数が変わる

と思います。ぜひ，土曜日，日曜日にも開催していただきたい。そ

れと，開催時間，受け渡し方法，児童クラブは学年ごとの数を教え

ていただきたい。 

事務局：子ども教室の方は，開設時間につきましては，午後 3 時から 4 時 30

分を基本に開催しております。平日に開催しておりますが，委員か

らの意見がありました，土・日の開催ですが，地域のボランティア

の協力で行っていますので，会場も公民館でありますので，土・日

に公民館が空いてない状況もありまして，思うような曜日に開催が

できないという課題もあります。教室に参加している保護者の方の

ご意見も参考にして，開催曜日もコーディネーターと協議していき

たいと思います。現状では，土・日開催は難しいと思います。 

事務局：迎えについては，保護者の方の迎えになっています。あるいは，保

護者が頼んだ人の迎えになっています。 

担当課：児童クラブの 1 年から 3 年までの合計は 944 人，4 年から 6 年は 242

人。 



 

 

委 員：児童クラブの実態からいいますと，4 年生になると子どももしっかり

してくるし，親も大丈夫かなということで，やめていきます。土曜

日ですが，開設している所としていない所があります。開設してい

る所の例でいいますと，平日の 2 割ぐらいしか来ません。親が家に

いるということです。土・日に開設しても，効率的ではありません。 

委 員：時間はどれくらいまでですか。 

委 員：それぞれで違いますが，放課後から 7 時まで預かってます。 

    夏休みですが，どこも学童の定員がいっぱいでして，待機児童があ

ります。各学童が何とかして引き取りたいという思いはあるのです

が。私の所は，定員にゆとりがあるので，学校区外でも夏休み預か

っています。親の送り迎えができれば，預かってくれるところはあ

ると思います。 

委 員：子ども教室ですが，子どもたちはたくさん参加したい子もいると思

うのですが，親の迎えがあるのでいけないということもあると思い

ます。送り迎えの問題がどうにかならないかと思います。 

事務局：教室については，行きは決まった所に集まって，安全管理員の方が

迎えに行って，公民館まで引率していただいています。帰りは，違

うルートで帰るので，保護者の方の迎えを基本にしております。ど

うしても無理な場合は，参加している近所の人にお願いして，迎え

に来てもらうということにしております。 

会 長：学童でも子ども教室でも，高学年になれば辞めていきます。塾や習

い事があるから辞めていくのかと思います。子どもがしっかりして

くるので，家で一人でいても大丈夫だということで，減っては来る

のだと思います。低学年は，大人の目が十分にあった部分から，自

律していかなければならない部分で，社会との関わりも尐ないです

ので，その辺りはしっかり守っていってあげなければならないと思

います。他に意見がありましたら。 

委 員：子ども教室ですが，他の市町や他県では，学校の教室を借りて，元

学校の先生が指導員で行っていると聞いたりします。鈴鹿の場合は，

公民館を中心に行ってますが，学校まで広げていくことは考えてな

いんですね。 

事務局：現在は，4 教室とも公民館ですが，学校の施設を借りて活動すること

はありますが，基本的には公民館を中心に行っています。学校の余

裕教室はないということですので，公民館で行っています。 

委 員：小学校は，ほとんど空き教室がない状況です。子どもたちも，4 時過

ぎまで学校にいますので，なかなか難しいと思います。 



 

 

会 長：他の地域では，小学校で行われています。鈴鹿市でも，空き教室が

たくさん出てくれば，小学校を活用する方向も考えていかなければ

ならないと思います。小学校の開放が，一番安全，安心なところだ

と思います。現状は，運用は難しいようです。 

委 員：キッズ白子ですが，空き教室を訊ねたことがありますが，ないとい

う返事をいただきました。凧あげをする時に，運動場を借りました。

その時は，子どもたちも喜んでいました。しかし，時間が来ますと，

サッカーや野球が始まりますので，隅の方しか使えませんでした。 

会 長：小学校も，学校解放において大人中心になっています。子どもに目

を向けてなかったという課題が出ています。小学校は，子どもたち

中心ですので，うまく子どもたちに開放できるといいのですが，そ

れが大人の都合になっています。それをいかに解消していくか。安

心して子供を預かれるのか，考えて行かなければならないと思いま

す。 

    子ども教室は，コーディネーターや安全管理員に頼ることが多いか

と思います。地域で協力してくれる方がみえるから，安く提供でき

るというメリットがあります。昨年度，地域の方を招いた取り組み

を行っていましたし，地域からそれなりの評価をいただいたと聞い

ております。より，それを広げていただければ，一番いいのではな

いかなと思います。 

    ご意見がなければ，これで終わります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


